
 

 

 

 

 

 

令和５年４月９日執行予定愛知県議会議員一般選挙について 

 

2023 年４月 29 日任期満了に伴う愛知県議会議員一般選挙の概要は、下記の

とおりです。 

記 

１ 主な日程 

（１）告示日 

 2023 年３月 31 日（金） 

（２）立候補受付日時及び場所 

   日 時  2023 年３月 31 日（金）午前８時 30 分から午後５時まで 

   場 所  別紙１のとおり 

※ 立候補受付状況の発表方法は、後日お知らせします。 

（３）期日前投票期間 

   2023 年４月１日（土）から 2023 年４月８日（土）まで 

（４）投票日 

   2023 年４月９日（日） 

  ※ 統一地方選挙の一つとして執行されるため、告示日及び投票日は、「地

方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」

（令和 4 年法律第 84 号）、いわゆる「臨時特例法」において規定されてい

ます。 

  （参考）前回選挙  

   告示日 2019 年３月 29 日（金） 

   投票日 2019 年４月７日（日） 

 

２ 選挙人名簿選挙時登録 

（１） 被登録資格決定基準日 

2023 年３月 30 日（木） 

ただし、年齢については、2023 年４月９日（日）現在による。 

 今回の選挙人名簿の登録は、年齢要件については選挙期日（2023 年４

月９日）現在において「年齢満 18 歳以上の日本国民」で、住所要件につ

いては「当該市町村へ 2022 年 12 月 30 日までに転入届がなされ、引き続

き住民基本台帳に記録されている者」及びその者のほか「当該市町村の区

域内から住所を移した者のうち、その者に係る登録市町村等〔＝旧住所地

の市町村〕の住民票が作成された日から引き続き３箇月以上登録市町村等

の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住

所を有しなくなった日後４箇月を経過しない者」について行われます。 

イッピョウくん 

愛知県議会議員一般選挙 

２０２３年２月６日（月） 

愛知県選挙管理委員会事務局 

総括法規担当 久世、本田 

内線   2234,2235 

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 052-954-6069 

1



（２）登録日 

   2023 年３月 30 日（木） 

 

３ 投票用紙の色 

（１）点字によらない投票用紙  薄い水色 

（２）点字による投票用紙    薄い水色 

 

４ 主要行事日程 

（１）明るい選挙推進愛知県協議会の開催 

   日 時  2023 年２月 17 日（金） 

午後２時 30 分から午後４時まで 

   場 所  愛知県議会議事堂１階 ラウンジ 

（２）市区町村選挙管理委員会書記長・担当者会議の開催 

   日 時  2023 年２月 21 日（火） 

午前 10 時 30 分から正午まで 

   場 所  オンライン 

（３）選挙長事務打合せ会の開催 

   日 時  2023 年２月 24 日（金） 

午後１時 30 分から午後３時まで 

   場 所  愛知県三の丸庁舎８階 大会議室 

        （名古屋市中区三の丸２－６－１） 

その他  当日、立候補受付を行う市区町へ候補者用資材を配布予定 

（４）立候補予定者説明会の開催 

   日 時  2023 年３月１日（水） 

午後２時 30 分から午後４時 30 分まで 

   場 所  名古屋国際会議場４号館１階 白鳥ホール 

        （名古屋市熱田区熱田西町１－１） 

   ※ 立候補予定者説明会出席状況の発表方法は、後日お知らせします。 

（５）選挙公報原稿事前審査の実施 

   日 時  2023 年３月８日（水）から３月 10 日（金）まで 

   場 所  別紙１のとおり 

※ 選挙公報の規格等については、愛知県選挙管理委員会のホームページ

にてご確認ください。 

（６）立候補届事前審査の実施 

   日 時  2023 年３月 17 日（金）及び３月 22 日（水） 

   場 所  別紙１のとおり 

   ※ 事前審査状況の発表方法は、後日お知らせします。 

 

５ 事務局の体制 

別紙２のとおり 
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別紙１ 

 

立候補受付等関係市区町一覧 

      

 選挙区 選挙区の区域 選挙管理委員会名等 郵便番号 所 在 地 電話番号 

 名古屋市      

 千種区 千種区の区域 千種区選挙管理委員会 464-8644 名古屋市千種区星が丘山手 103 052-753-1816 

 東区 東区の区域 東区選挙管理委員会 461-8640 名古屋市東区筒井 1-7-74 052-934-1117 

 北区 北区の区域 北区選挙管理委員会 462-8511 名古屋市北区清水 4-17-1 052-917-6422 

 西区 西区の区域 西区選挙管理委員会 451-8508 名古屋市西区花の木 2-18-1 052-523-4516 

 中村区 中村区の区域 中村区選挙管理委員会 453-8501 名古屋市中村区松原町 1-23-1  052-433-2728 

 中区 中区の区域 中区選挙管理委員会 460-8447 名古屋市中区栄 4-1-8 052-265-2217 

 昭和区 昭和区の区域 昭和区選挙管理委員会 466-8585 名古屋市昭和区阿由知通 3-19 052-735-3819 

 瑞穂区 瑞穂区の区域 瑞穂区選挙管理委員会 467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通 3-32 052-852-9222 

 熱田区 熱田区の区域 熱田区選挙管理委員会 456-8501 名古屋市熱田区神宮 3-1-15 052-683-9415 

 中川区 中川区の区域 中川区選挙管理委員会 454-8501 名古屋市中川区高畑 1-223 052-363-4311 

 港区 港区の区域 港区選挙管理委員会 455-8520 名古屋市港区港明 1-12-20 052-654-9617 

 南区 南区の区域 南区選挙管理委員会 457-8508 名古屋市南区前浜通 3-10 052-823-9317 

 守山区 守山区の区域 守山区選挙管理委員会 463-8510 名古屋市守山区小幡 1-3-1 052-796-4517 

 緑区 緑区の区域 緑区選挙管理委員会 458-8585 名古屋市緑区青山 2-15 052-625-3908 

 名東区 名東区の区域 名東区選挙管理委員会 465-8508 名古屋市名東区上社 2-50 052-778-3018 

 天白区 天白区の区域 天白区選挙管理委員会 468-8510 名古屋市天白区島田 2-201 052-807-3817 

 豊橋市 豊橋市の区域 豊橋市選挙管理委員会 440-8501 豊橋市今橋町 1 0532-51-2960 

 
岡崎市及び 

額田郡 

岡崎市及び額田 

郡の区域 
岡崎市選挙管理委員会 444-8601 岡崎市十王町 2-9 0564-23-6039 

 一宮市 一宮市の区域 一宮市選挙管理委員会 491-8501 一宮市本町 2-5-6 0586-28-8958 

 瀬戸市 瀬戸市の区域 瀬戸市選挙管理委員会 489-8701 瀬戸市追分町 64-1 0561-88-2559 

 半田市 半田市の区域 半田市選挙管理委員会 475-8666 半田市東洋町 2-1 0569-84-0613 

 春日井市 春日井市の区域 春日井市選挙管理委員会 486-8686 春日井市鳥居松町 5-44 0568-85-6071 

 豊川市 豊川市の区域 豊川市選挙管理委員会 442-8601 豊川市諏訪 1-1 0533-89-2123 

 津島市 津島市の区域 津島市選挙管理委員会 496-8686 津島市立込町 2-21 0567-24-1111 

 碧南市 碧南市の区域 碧南市選挙管理委員会 447-8601 碧南市松本町 28 0566-41-3311 

 刈谷市 刈谷市の区域 刈谷市選挙管理委員会 448-8501 刈谷市東陽町 1-1 0566-62-1201 

 豊田市 豊田市の区域 豊田市選挙管理委員会 471-8501 豊田市西町 3-60 0565-34-6667 

 安城市 安城市の区域 安城市選挙管理委員会 446-8501 安城市桜町 18-23 0566-71-2208 

 西尾市 西尾市の区域 西尾市選挙管理委員会 445-8501 西尾市寄住町下田 22 0563-65-2164 

 蒲郡市 蒲郡市の区域 蒲郡市選挙管理委員会 443-8601 蒲郡市旭町 17-1 0533-66-1155 

 犬山市 犬山市の区域 犬山市選挙管理委員会 484-8501 犬山市大字犬山字東畑 36 0568-44-0300 

 常滑市 常滑市の区域 常滑市選挙管理委員会 479-8610 常滑市飛香台 3-3-5 0569-35-5111 

 江南市 江南市の区域 江南市選挙管理委員会 483-8701 江南市赤童子町大堀 90 0587-54-1111 
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 選挙区 選挙区の区域 選挙管理委員会名等 郵便番号 所 在 地 電話番号 

 小牧市 小牧市の区域 小牧市選挙管理委員会 485-8650 小牧市堀の内 3-1 0568-76-1104 

 稲沢市 稲沢市の区域 稲沢市選挙管理委員会 492-8269 稲沢市稲府町 1 0587-32-1460 

 
新城市及び

北設楽郡 

新城市及び北設

楽郡の区域 
新城市選挙管理委員会 441-1392 新城市字東入船 115 0536-23-7617 

 東海市 東海市の区域 東海市選挙管理委員会 476-8601 東海市中央町 1-1 052-603-2211 

 大府市 大府市の区域 大府市選挙管理委員会 474-8701 大府市中央町 5-70 0562-45-6271 

 知多市 知多市の区域 知多市選挙管理委員会 478-8601 知多市緑町 1 0562-36-2630 

 知立市 知立市の区域 知立市選挙管理委員会 472-8666 知立市広見 3-1 0566-95-0113 

 尾張旭市 尾張旭市の区域 尾張旭市選挙管理委員会 488-8666 尾張旭市東大道町原田 2600-1 0561-76-8111 

 高浜市 高浜市の区域 高浜市選挙管理委員会 444-1398 高浜市青木町 4-1-2 0566-52-1111 

 岩倉市 岩倉市の区域 岩倉市選挙管理委員会 482-8686 岩倉市栄町 1-66 0587-38-5804 

 豊明市 豊明市の区域 豊明市選挙管理委員会 470-1195 豊明市新田町子持松 1-1 0562-92-8315 

 
日進市及び 

愛知郡 

日進市及び愛知

郡の区域 
日進市選挙管理委員会 470-0192 日進市蟹甲町池下 268 0561-73-3418 

 田原市 田原市の区域 田原市選挙管理委員会 441-3421 田原市田原町南番場 30-1 0531-23-3506 

 愛西市 愛西市の区域 愛西市選挙管理委員会 496-8555 愛西市稲葉町米野 308 0567-26-8111 

 

清須市、北

名古屋市及

び西春日井

郡 

清須市、北名古

屋市及び西春日

井郡の区域 

清須市選挙管理委員会 452-8569 清須市須ケ口 1238 052-400-2911 

 弥富市 弥富市の区域 弥富市選挙管理委員会 498-8501 弥富市前ケ須町南本田 335 0567-65-1111 

 みよし市 みよし市の区域 みよし市選挙管理委員会 470-0295 みよし市三好町小坂 50 0561-32-8000 

 
あま市及び 

海部郡 

あま市及び海部

郡の区域 
あま市選挙管理委員会 490-1292 あま市木田戌亥 18-1 052-444-1711 

 長久手市 長久手市の区域 長久手市選挙管理委員会 480-1196 長久手市岩作城の内 60-1 0561-56-0605 

 丹羽郡 丹羽郡の区域 扶桑町選挙管理委員会 480-0102 
丹羽郡扶桑町大字高雄字天

道 330 
0587-93-1111 

 知多郡第一 

知多郡のうち、

阿久比町及び東

浦町の区域 

東浦町選挙管理委員会 470-2192 
知多郡東浦町大字緒川字政

所 20 
0562-83-3111 

 知多郡第二 

知多郡のうち、

南知多町、美浜

町及び武豊町の

区域 

武豊町選挙管理委員会 470-2392 知多郡武豊町字長尾山 2 0569-72-1111 
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別紙２

総指揮:向井事務局長　副指揮:水野室長（選挙公営総括を含む）

庶務及び経理に関すること(支払いを含む)。

市区町村分執行経費に関すること。

不在者投票特別経費に関すること。

澤井課長補佐 選挙速報 投票及び開票の速報に関すること。

山崎課長補佐 選挙公報 選挙公報に関すること。

福井課長補佐 選挙資材 選挙資材に関すること。

通常葉書に関すること。

点字氏名表に関すること。

点字及び音声による選挙のお知らせに関すること。

山村・離島

選挙運動用ビラ証紙に関すること。
(2225・2238・2244)鋤柄室長補佐

小椋室長補佐
選挙公営

財政

052-954-6067

(2230・2231・2246)

理財

052-954-6631

(2228・2229・2249)

税政

052-954-6068

(2232・2233・2239)

地域振興室

市町村行政支援

052-954-6066

(2269・2323・2326)

052-954-6097

ダイヤルイン

選挙執行の総括及び法令解釈に関すること。

052-954-6069

選挙運動用自動車、ビラ及びポスターの公営に関すること。(2234・2235)

立候補届出状況（事前審査状況を含む）の速報に関すること。

公務員

052-954-6630
政治活動用ポスター証紙に関すること。

(2223・2224・2251)

新聞広告に関すること。

令和５年４月９日執行予定 愛知県議会議員一般選挙 事務分担表

市町村課グループ名

担   当   事   務

(　内　線　)

県選挙管理委員会事務局

担当班長名 担当名

総　括：伊藤担当課長（総括法規、庶務経理、執行経費）、今井担当課長（選挙啓発、届出速報、選挙公営の一部）、
　　　　澤田担当課長（選挙速報、選挙公報、選挙資材）

飯田局長補佐 総括法規

選挙

行政
選挙啓発に関すること。

052-954-6064

052-954-6065

(2221・2222)

山口課長補佐

泉谷課長補佐

選挙啓発
届出速報
選挙公営

天野局長補佐
庶務経理
執行経費

調整

(2226・2227・2250)
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